
【北海道都市対抗紋別成績推移】　ほぼあってますが精査中です・・・。

1部 札幌 旭川 千歳 帯広 室蘭 函館 北見

2部 釧路 苫小牧 岩見沢 深川 共和 網走 広島

士別 砂川 留萌 恵庭 稚内 江別 様似

紋別 富良野 滝川 中標津

1部 札幌 旭川 帯広 室蘭 千歳 函館 北見

2部 小樽 苫小牧 士別 共和 岩見沢 深川 砂川

広島 恵庭 留萌 江別 稚内 芦別 天塩

富良野 様似 紋別 中標津 倶知安

1部 札幌 旭川 小樽 北見 帯広 函館 室蘭

2部 岩見沢 恵庭 苫小牧 釧路 共和 深川 士別

砂川 江別 稚内 芦別 様似 石狩 富良野

天塩 滝川 紋別 中標津 網走 栗山 倶知安 余市

1部 札幌 旭川 室蘭 北見 小樽 函館 帯広

2部 千歳 江別 共和 恵庭 釧路 苫小牧 砂川

稚内 広島 紋別 白老 石狩

栗山 音更 芦別 赤平 留萌 倶知安 当別 滝川

1部 札幌 室蘭 小樽 旭川 千歳 帯広 北見

2部 苫小牧 釧路 江別 岩見沢 稚内 砂川 恵庭

3部 深川 士別 広島 白老 石狩 紋別 富良野

留萌 名寄 栗山 音更 小清水 倶知安 赤平

滝川 中標津 天塩 当別 余市 新冠 様似

1部 札幌 旭川 北見 千歳 帯広 苫小牧 室蘭

2部 釧路 岩見沢 江別 函館 士別 深川 砂川

3部 広島 共和 恵庭 白老 石狩 紋別 名寄

4部 富良野 網走 栗山 音更 赤平 小清水 倶知安

5部 当別 滝川 様似 天塩 斜里 美深 中標津

1部 札幌 旭川 帯広 室蘭 千歳 北見 苫小牧

2部 函館 広島 江別 岩見沢 小樽 士別 共和

3部 恵庭 紋別 富良野 白老 稚内 砂川 石狩

4部 留萌 名寄 当別 赤平 滝川 小清水 栗山

5部 新冠 天塩 斜里 中標津 女満別 倶知安 根室 余市 美深

1部 札幌 旭川 帯広 室蘭 苫小牧 函館 千歳

2部 小樽 広島 恵庭 江別 釧路 士別 岩見沢

3部 富良野 留萌 稚内 白老 名寄 共和 深川

4部 滝川 網走 赤平 当別 石狩 新冠 小清水

5部 斜里 女満別 根室 芦別 音更 栗山 様似 増毛

1部 札幌 旭川 千歳 帯広 室蘭 小樽 函館

2部 北見 釧路 江別 富良野 広島 恵庭 士別

3部 名寄 白老 共和 稚内 網走 滝川 岩見沢

4部 深川 石狩 斜里 赤平 当別 新冠 女満別

5部 音更 根室 倶知安 小清水 栗山 天塩 様似 芦別 妹背牛 増毛

参加　28市町

参加　29市町

参加　33市町

参加　34市町

参加 39市町

参加　40市町

余市

苫小牧

紋別

美深

　　第45回　　1994　　江別市　　坂道を転がるように・・・。

網走

参加　41市町

砂川

参加　43市町

芦別

　　第44回　　1993　　旭川市　　実力通り直ぐ降格・・・。

函館

網走

参加　42市町

芦別

　　第42回　　1991　　江別市　　５部ができました

釧路

　　第41回　　1990　　江別市  　４部がたくさん

北見

　　第39回　　1988　　江別市　　３部がいっぱい

千歳

余市

　　第43回　　1992　　江別市　雨で出場制限あり、各都市紋別に手抜き

小樽

留萌

士別

　　第40回　　1989　　旭川市

    第37回　　1986　　帯広市　初参加、土砂降りの中、クレーの馬事公苑で・・・

小樽

3部

釧路

紋別

滝川

天塩

　　第38回　　1987　　旭川市

3部

3部

3部

4部

留萌

岩見沢

富良野・網走



1部 札幌 千歳 旭川 帯広 室蘭 小樽 函館

2部 苫小牧 江別 恵庭 富良野 広島 釧路 白老

3部 共和 深川 留萌 士別 網走 稚内 石狩

4部 岩見沢 斜里 音更 根室 当別 紋別 新冠

5部 妹背牛 余市 美幌 砂川 様似 芦別 栗山 増毛 倶知安 美深

参加　43市町　

1部 旭川 千歳 札幌 小樽 帯広 苫小牧 函館

2部 江別 恵庭 北見 釧路 深川 共和 広島

3部 岩見沢 白老 留萌 網走 名寄 士別 斜里

4部 妹背牛 根室 石狩 滝川 当別 紋別 余市

5部 様似 砂川 小清水 栗山 女満別 新冠 赤平 美深 増毛 芦別

1部 旭川 千歳 札幌 江別 函館 帯広 小樽

2部 室蘭 恵庭 釧路 共和 北見 岩見沢 深川

3部 北広島 富良野 名寄 妹背牛 士別 留萌 網走

4部 様似 斜里 紋別 稚内 滝川 当別 砂川

5部 芦別 余市 本別 小清水 美幌 栗山 女満別 新冠 美深

1部 札幌 旭川 江別 千歳 帯広 小樽 室蘭

2部 北見 苫小牧 富良野 恵庭 釧路 共和 岩見沢

3部 白老 深川 妹背牛 士別 斜里 名寄 様似

4部 稚内 余市 根室 滝川 紋別 当別 網走

5部 本別 石狩 砂川 赤平 栗山 美深 美幌 新冠 三笠 音更

1部 札幌 旭川 千歳 帯広 江別 小樽 室蘭

2部 函館 苫小牧 富良野 恵庭 釧路 共和 岩見沢

3部 北広島 名寄 岩見沢 余市 斜里 稚内 妹背牛

4部 様似 滝川 石狩 根室 本別 当別 紋別

5部 網走 砂川 赤平 音更 栗山 芦別 小清水 池田 三笠 新冠 美幌

1部 旭川 札幌 千歳 小樽 帯広 室蘭 江別

2部 苫小牧 釧路 北見 恵庭 共和 北広島 深川

3部 白老 富良野 稚内 岩見沢 斜里 滝川 様似

4部 石狩 網走 士別 根室 本別 妹背牛 当別

幕別 音更 栗山 留萌 美幌 遠軽 紋別

女満別 小清水 美深 赤平

1部 札幌 旭川 千歳 小樽 室蘭 帯広 江別

2部 函館 釧路 共和 北見 恵庭 富良野 白老

3部 稚内 滝川 石狩 斜里 岩見沢 網走 名寄

4部 本別 音更 根室 余市 妹背牛 士別 様似

美幌 留萌 栗山 紋別 小清水 当別 池田

遠軽 赤平 新篠津 芦別 三笠 砂川

1部 札幌 旭川 函館 千歳 小樽 江別 帯広

2部 釧路 富良野 苫小牧 共和 稚内 恵庭 北見

3部 白老 本別 石狩 音更 北広島 岩見沢 網走

4部 妹背牛 深川 根室 留萌 余市 名寄 美幌

5部 当別 様似 栗山 紋別 池田 小清水 新冠

6部 砂川 赤平 新篠津 遠軽 三笠

参加　46市町

美幌・新冠

5部

斜里

美深

　　第53回　　2002.5.25-26　　札幌市　　６部ができました

室蘭

参加　45市町村

池田

　　第52回　　2001　　帯広市　　　道に迷いました

函館

余市

苫小牧

深川

参加　44市町

小清水

　　第50回　　1999　　江別市

函館

留萌

参加　44市町

美幌

　　第51回　　2000　　網走・北見　共同開催　　塾長初参戦　初日１対戦のみ、

北見

士別

参加　43市町

美幌

　　第48回　　1997　　旭川市 参加　42市町　

音更

　　第49回　　1998　　苫小牧市

苫小牧

根室

滝川

　　第46回　　1995　　江別市

室蘭

稚内

小清水

　　第47回　　1996　　江別市

参加　43市町

北見

5部



1部 旭川 札幌 千歳 江別 帯広 函館 小樽

2部 室蘭 苫小牧 恵庭 稚内 本別 富良野 共和

3部 音更 石狩 岩見沢 深川 滝川 北広島 北見

4部 斜里 網走 根室 留萌 余市 名寄 当別

5部 士別 小清水 池田 紋別 赤平 栗山 砂川

6部 新篠津 芦別 三笠 遠軽 美深

1部 札幌 旭川 室蘭 函館 小樽 千歳 江別

2部 苫小牧 恵庭 釧路 石狩 音更 富良野 稚内

3部 共和 滝川 岩見沢 深川 網走 北広島 白老

4部 北見 留萌 名寄 士別 余市 小清水 当別

5部 砂川 栗山 紋別 美幌 赤平 芦別 池田

6部 遠軽 三笠 美深

1部 札幌 旭川 室蘭 千歳 江別 苫小牧 小樽

2部 恵庭 帯広 釧路 音更 石狩 共和 滝川

3部 稚内 本別 岩見沢 深川 北広島 北見 留萌

4部 白老 士別 余市 斜里 栗山 名寄 砂川

5部 紋別 美幌 池田 遠軽 当別 三笠 芦別

1部 恵庭

2部 函館 帯広

3部

4部 留萌 網走 余市 紋別 栗山 美幌 斜里 名寄

5部 当別 池田 遠軽 新篠津 小清水 妹背牛

1部 札幌 千歳 旭川 小樽 函館 江別 恵庭

2部 釧路 岩見沢 帯広 石狩 室蘭 音更 北見

3部 稚内 滝川 富良野 留萌 網走 白老 共和

4部 北広島 深川 栗山 紋別 当別 余市 池田

5部 遠軽 斜里 小清水 新篠津 妹背牛

1部 札幌 旭川 江別 千歳 恵庭 函館 小樽

2部 室蘭 帯広 岩見沢 石狩 音更 苫小牧 滝川

3部 北見 本別 白老 網走 深川 北広島 富良野

4部 栗山 余市 紋別 遠軽 共和 士別 当別

5部 新篠津 美幌 妹背牛 小清水

1部 札幌 千歳 函館 旭川 恵庭 江別 室蘭

2部 帯広 釧路 岩見沢 石狩 苫小牧 本別 音更

3部 滝川 深川 網走 稚内 余市 栗山 白老

4部 遠軽 富良野 紋別 美幌 共和 新篠津 士別

5部 芦別 斜里 当別 小清水

1部 札幌 旭川 帯広 千歳 恵庭 江別 室蘭

2部 小樽 釧路 苫小牧 石狩 岩見沢 本別 滝川

3部 稚内 遠軽 北見 富良野 音更 余市 網走

4部 斜里 共和 白老 芦別 士別 新篠津 当別 美幌

参加　　32市町村　

1部 札幌 千歳 帯広 小樽 恵庭 室蘭 江別

2部 苫小牧 函館

3部 音更 北見

4部 芦別 紋別

参加　　36市町村

参加　　35市町村

参加　　33市町村

　　　　第62回　　2011.5.28-29　　帯広市　　竹内会長わざわざご出陣・・・。

釧路・石狩・遠軽・岩見沢・稚内・本別

　　　　第58回　　2007.5.26-27　　札幌市・江別市　　参加減ってきました 参加　37市町村

斜里・富良野・滝川・深川・共和・余市

美幌・士別・栗山・網走・小清水・白老

石狩・音更 本別・釧路

参加　38市町村

小樽

北広島

留萌

　　　　第60回　　2009.5.23-24　　札幌市・江別市　遠軽が上位に

旭川

栗山

紋別

　　　　第61回　　2010.5.22-23　　旭川市　　５部が消滅しました

函館

北見・岩見沢 士別・白老 富良野・滝川 深川・北広島

　　　　第59回　　2008.5.24-25　　旭川市

釧路

苫小牧

士別

２日目が雨天中止

網走

新篠津

　　第56回　　2005.5.28-29　　帯広市　　　５年間続いた５部から遠軽を破り４部に

函館

　　　　第57回　　2006.5.27-28　　札幌市・江別市

札幌・旭川 小樽・千歳 江別・苫小牧 室蘭

妹背牛

美幌

　　第54回　　2003.5.24-25　　札幌市

釧路

参加　40市町村

斜里

新篠津

　　第55回　　2004.5.22-23　　旭川市　　６部３チームに激減

帯広

参加　43市町村

参加　45市町村

共和・稚内

雨で２～４部の３位以下試合なし



1部 札幌 帯広 江別 小樽 恵庭 千歳 苫小牧

2部 函館 釧路 音更 旭川 石狩 北見 岩見沢 遠軽

3部 滝川 紋別 深川 富良野   本別 稚内  斜里

4部 余市 栗山 士別 網走 美幌 白老 共和 当別  新篠津

1部 札幌 帯広 函館 恵庭 千歳 江別 苫小牧

2部 旭川 釧路 室蘭 音更 石狩 滝川 北見

3部 岩見沢 遠軽 富良野 深川 余市 栗山 稚内

4部 士別 白老 網走 共和 美幌 芦別 当別

1部 札幌 帯広 旭川 函館 苫小牧 恵庭 江別

2部 小樽 室蘭 釧路 北見 岩見沢 石狩 遠軽

3部 士別 稚内 本別 深川 余市 白老 紋別

4部 共和 美幌 網走 当別 三笠

参加　　32市町村　

1部 札幌 帯広 旭川 函館 恵庭 小樽 江別

2部 石狩 室蘭 釧路 岩見沢 岩見沢 千歳 北見 稚内 士別

3部 本別 余市 深川 遠軽 滝川 共和 美幌

4部 紋別 富良野 北広島 網走 当別 斜里 三笠

参加　　30市町村　

1部 札幌 旭川 函館 江別 帯広 恵庭 小樽 苫小牧

2部 室蘭 釧路 千歳 岩見沢 北見 本別 稚内 余市

3部 士別 深川 富良野 滝川 遠軽 共和 美幌 紋別

4部 北広島 白老 当別 網走 芦別 三笠

参加　　31市町村　

1部 札幌 旭川 帯広 函館 江別 室蘭 小樽 恵庭

2部 釧路 北見

3部 遠軽

4部 斜里 芦別 美幌 網走 当別 三笠 紋別

1986 24 30
1987 25 30
1988 21 30
1989 23 30
1990 23 30
1991 20 30
1992 18 30
1993 24 30
1994 30 30
1995 30 30
1996 27 30
1997 31 30
1998 38 30
1999 36 30
2000 36 30
2001 35 30
2002 32 30
2003 28 30
2004 27 30
2005 27 30
2006 31 30
2007 26 30
2008 31 30
2009 31 30
2010 29 30
2011 26 30
2012 20 30
2013 16 30
2014 23 30
2015 25 30
2016 22 30
2017 31 31

白老

栗山

千歳

　　　　第66回　　2015.5.30-31　　旭川市　　戦力補強で昇格

苫小牧

参加　　29市町村

　4部は、9都市が参加

参加　　32市町村

　　　　第63回　　2012.5.26-27　　旭川市　　　　雨続きで幸運が・・。

室蘭

富良野

本別

新篠津

　　　　第65回　　2014.5.31-6.1　　札幌市・江別市　　選手ドタキャンでさらに降格

小樽

芦別

紋別

参加　　33市町村

　　　　第64回　　2013.5.25-26　　札幌市・江別市   　　若手男子が総崩れ

　　　　第67回　　2016.5　　札幌市・江別市　　男子無気力試合でさらに降格

　　　　第68回　　2015.527-28　　旭川市　　リーグ戦雨のため順延で男子デホでビリ

1

9

17

25

33

41

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

グラフで見る都市対抗順位の推移


